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１．はじめに

　温泉地学研究所は、神奈川県中部から西部にかけての

深部地下構造の調査を２０００（平成１２）年から開始した。県

中部から西部地域は、国府津－松田断層や箱根火山が存

在し、神奈川県西部地震の発生想定域にもあたり、地殻

の深部構造を調査することは、地学的な観点のみならず、

神奈川県西部地震の発生メカニズムを考察するうえでも

重要な探査と考えられる。

　第１回目の調査として、棚田、小田（２００１）は、神奈川

県東部地下構造調査（神奈川県、２０００）用の平塚（ＳＰ２）発

破を利用して、平塚（ＳＰ２）発破点から静岡県裾野までの

間１４カ所で人工地震の観測を試みた。その結果、平塚

（ＳＰ２）発破点から大磯丘陵の観測点にかけて２．５ｋｍ/秒

と４．０ｋｍ / 秒、大磯丘陵から箱根の観測点間では４．９

ｋｍ / 秒、箱根以西の観測点では５．３ｋｍ / 秒の見掛け速度

が得られた。また、国府津－松田断層では、地震波の走

時が遅れることがわかった。

　本報告では、神奈川県西部の深部地下構造探査を目的

として、平塚（ＳＰ２）発破の逆測線となる静岡県裾野の採

石発破を利用した人工地震観測を実施したので、その結

果を報告する。なお、平塚－裾野測線の総合的な解析は、

次回に報告する。
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図１　観測点分布図
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２．観測方法

　震源となる採石発破は、静岡県裾野市でおこなってい

る農業貯水池工事の発破を利用した。この裾野発破点は

図１に示すように富士山南東斜面に位置しており、溶岩

除去のために発破が１日１～２回おこなわれている。

観測点は、裾野―平塚測線（Ｅ測線）では静岡県裾野（富士

山南東部）から神奈川県平塚までの測線５０ｋｍに２７ 観測

点を配置した。また、発破点付近の構造を明らかにする

ために、裾野発破点を中心に北（Ｎ測線）や南（Ｓ測線）、西

（Ｗ測線）、北西（ＮＷ測線）方向にも観測点を展開した（図

１）。

　Ｗ測線は裾野から富士市までの測線３０ｋｍに２５観測点、

Ｎ測線では裾野から山中湖までの測線１５ｋｍに２０観測点、

Ｓ測線では裾野から湖尻までの測線１５ｋｍに２３観測点配

置した。ＮＷ測線は、富士山を横断するように、６カ所

で地震計４～５セット毎の小規模群列観測を実施した。

臨時観測には、白山工業株式会社製（データマークＬＳ-

８０００）のディジタル記録計を使用した。使用した地震計は、

米国Ｍａｒｋ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ社製のＬ２２-Ｄ型地震計（上下動成分、

固有周波数２Ｈｚ、コイル抵抗約２．２ｋΩ）をダンピング

定数約０．７として用いた。

　発破時間は、採石場内に設置したＤＡＴ式地震記録計

（グローバテック社製、ＤＡＴ－２ＧＢ）で得られた値を採用

した。このＤＡＴ式地震記録計の時計はＧＰＳ時計によって

校正されており、時刻精度の信頼性は高い。

　 

３．観測結果

　観測は、２０００（平成１２）年６月から約２週間にわたって

実施した。観測点座標や計１４回の発破観測から得られた

初動読み取り値を表１に、各測線の地震波形レコードセ

クションを図２～６に示した。

　地震波形レコードセクション図の縦軸は発破点からの

距離（ｋｍ）、横軸は発破時間からの経過時間（秒）である。

なお、横軸は地殻上部の代表的速度値である６ｋｍ / 秒層

から伝播する地震波を強調するために、観測走時－（震

央距離÷６ｋｍ / 秒）で表示している。振幅のスケールは、

初動を明らかにするために、観測点ごとに調整している。

　図２は、Ｅ測線の地震波形レコードセクションである。

震央距離約２０ｋｍ以内では、明瞭な初動が読み取れた。

しかし、足柄平野以東では、東名高速道路などによる人

工的なグランドノイズが高く、初動の判読が難しかった。

　図３は、Ｗ測線の地震波形レコードセクションである。

震央距離約１１ｋｍ以内では、明瞭な初動が読み取れた。

しかし、静岡県富士宮市街地に近づくにつれて人工的な

グランドノイズが高くなり、初動の判読が困難となっ

た。 
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図２　 E 測線のレコードセクション
図中の矢印は、読み取り場所を示す。
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図３　W測線のレコードセクション
図中の矢印は、読み取り場所
を示す。

図４　N測線のレコードセクション
図中の矢印は、読み取り場所
を示す。
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図５　Ｓ測線のレコードセクション
図中の矢印は、読み取り場所
を示す。

図６　ＮＷ測線のレコードセクション
縦軸は観測区域ごとに示した。
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　図４と５は、Ｎ測線とＳ測線の地震波形レコードセク

ションである。両測線とも震央距離約１５ｋｍ以内では、

明瞭な初動が読み取れた。

　図６はＮＷ測線の地震波形レコードセクションである。

ＮＷ測線では、Ａ～Ｆまでの６カ所で５台の地震計を配列

させて、同一の採石発破を観測した。図６では、Ａ～Ｆ点

毎の地震波形を見やすくするため、図２～５の縦軸とは

異なる表示方法にした。

　図７に、ＥとＷ測線、ＮとＳ測線の走時曲線を示した。

Ｅ測線では、見掛け速度は第１層目が２．５ｋｍ / 秒、第２

層目が４．２ｋｍ / 秒であった。Ｗ測線では、見掛け速度は

第１層目が２．６ｋｍ / 秒、第２層目が３．８ｋｍ / 秒であった。

　Ｎ測線とＳ測線では、見掛け速度は第１層目が２．１

ｋｍ / 秒と２．５ｋｍ / 秒、第２層目が４．２と４．３ｋｍ / 秒、

１０ｋｍ以上では各々５．１と５．４ｋｍ / 秒であった。

　ＮＷ測線では、発破点との標高差が０．５～１ｋｍ程度あ

るので取り扱いは注意しなければならないが、計算上見

掛け速度は１．７ｋｍ/秒（震央距離２ｋｍ以内）と２．６ｋｍ/秒

（震央距離約７ｋｍ）であった。

４．まとめ

　神奈川県西部の深部地下構造探査を目的として、２０００

（平成１２）年６月静岡県裾野の採石発破を利用して人工

地震観測をおこなった。その観測結果は以下の通りであ

る。

�　裾野発破点近傍、第１層目の見かけ速度は２．５

ｋｍ / 秒であった。ただし、Ｎ測線で２．１ｋｍ / 秒

とやや遅かった。

�　第２層目の見かけ速度は３．８～４．３ｋｍ / 秒で

あった。

�　富士山を横断する測線では、見掛け速度が１．７

ｋｍ/秒（震央距離２ｋｍ以内）と２．６ｋｍ/秒（震央

距離約７ｋｍ）であった。

　なお、平塚－裾野測線の総合的な解析は、次回に報告

することとする。
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図７　走時曲線
（上）Ｅ・Ｗ測線、（中）Ｎ・Ｓ測線、
（下）ＮＷ測線
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表１　臨時地震観測点座標
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